方他船がどちらの舷に有るものか確認するのに慣れるまでは、留意さえすれば通常の嚮導と
何等変わりなく、偶々視界不良で 1 マイル前方先導の海上自衛艦が全く見えない儘霧笛信
号を継続しながら東京湾外まで嚮導致しましたが,特に不安を感じることは有りませんでし
た。
参ったのは見張りの報告でした。見張りが目標を発見したら直ぐさま航海士に報告、航海
士は航海長に報告、航海長は艦長に報告、艦長が確認したら航海長はパイロットに助言と言
う手順を毎度踏まねばなりません。更にレーダー室からの報告が同じ手順で加わり、当方は
大抵見張りの発見以前に目標を確認していますので,同じ報告を何度も繰り返し聞かされる
こととなり、雑種船多数の東京湾内では煩わしくて閉口致しました。
視界不良の儘時々艦橋レーダーを覗き乍ら横浜沖に差し掛かった頃、突然漁船が左舷から
横切り態勢となり迷走を始めた為、急遽エンジンを停止しょうと Stop Engine を令したと
ころ身体がぐっと艦橋前面の手すりに押し付けられ、あっという間に艦体が停止してしまい
ました。
英海軍では Stop Engine は Stop Her
Engine では無く Stop Her の事だったんで
すね。それにしても流石ロールスロイスのオ
リンパス舶用ガスタービン 94,000SHP の逆
噴射(? 又は逆転ギア?)、2 万ﾄﾝの艦が 12 ノ
ットの速力からほんの数十メートルの進出
距離で速力ゼロになるなんて商船では考え
られない経験でした。
④余談

飛行甲板上のシーハリアー攻撃機

この話を後日家内の兄、
元予科練震洋特攻隊員及びその戦友の皆さんに写真を見せお話し
たところ皆暫く絶句、こぞって義兄達が「俺たちが青春の命を懸けて体当たり攻撃の訓練に
心血を注ぎ、目標とした鬼畜米英の軍艦、それも空母の繰艦を指揮するとは」と!
戦後 50 有余年を経ても尚、命を懸けて訓練に励んだ記憶の片鱗を、そしてその痛みを垣
間見た思いでした。
二、米情報収集艦 USNS OBSERVATION ISLAND
北朝鮮に依る拿捕事件で有名な PUEBLO 号の後
継艦で主として通信傍受により情報収集、分析に従
事する補助艦です。東京湾には頻繁に出入りします
ので何度か嚮導致しました。
① 本艦要目
LOA x B = 171.8m x 23.2m, Displacement :
18,000LT,
Main Engine : Steem Turbine 19,250SHP,
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USNS OBSERVATION ISLAND

Speed : S/B Speed 13.0Knots, Sea Speed : N/A Numbers of Crew : 61 + α(情報要員)
②概要
写真御参照、詳細な Ships' Particulars は教えて貰えませんでしたが、巨大な Radar
Dome 及び各種 Antennas を甲板上に備えたいかにも物々しい白い艦体の情報収集艦です。
後に情報要員は約 30 名程の CIA 要員だと教えてくれました。予定より出港が遅れ艦内を
案内してくれ情報分析室まで見学させてくれましたが、何やら暗い部屋に Display やら図
面が一杯有り、10 人程の要員が静かにしかし忙しそうに立ち働いていた様子でした。多分
秘密事項満杯の部屋の筈なのに米海軍とは大らかなものだと感心したことを思い出します。
三、米音響測定艦 USNS VICTORIOUS
超低周波音響ソナーを用いて潜水艦探知を主任務とする双胴の補助艦、
姉妹艦もよく東京
湾に出入していますので同型艦を何度か嚮導致しました。
①本艦要目
LOA x B = 71.5m x 28.5m,

Displacement : 3,480LT,

Main Engine : Diesel-Electric 1,600SHP,

Speed : 10.9Knots

Numbers of Crew : N/A
②概要
双胴艦です。操船上低速域の舵効きが少し悪か
った様な記憶があります。どのような機能で双胴
なのか質問致しましたが明確な説明は有りませ
んでした。又、内部見学も無く詳しい様子も分か
りませんでした。艦長曰く目標は北朝鮮の潜水艦
で有り戦闘能力ゼロに近い本艦で実際に発見接
近するときは緊張する。只特殊なノイズ発生装置
が有り、至近距離で大音響を発生させたら、海中

USNS VICTORIOUS

の北朝鮮の潜水艦はたまらず急速浮上したよと笑
っておりました。
四、米空母 USS KITTY HAWK(以下 K 号)
残念ながら嚮導の計画のみに終わりました。本誌第 9 号掲載の本稿(その二)でロシア潜
水艦と The Closest Contact した因縁の米空母です。本艦と小生の関わりは 1990 年(平成
二年)夏折柄の湾岸戦争直前、満載の VLCC で浮遊機雷に怯えながらペルシャ湾ホルムズ海
峡を航行した時に始まります。丁度その日はそれまでインド洋に展開していた K 号が湾岸
戦争準備のため始めてペルシャ湾に侵攻した日であり、その迎撃のため 100 隻余りのイラ
ン革命防衛隊のガンボートが本船左舷側から殺到して来ました。
本船は針路速力を保持した
儘、只汽笛を連吹しながら航行する以外為す術は無く結局ガンボートは、或いは本船船首至
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近を横切り、或いは船尾を横切り何とかク
リアしたと思いきや二、三隻のボートは本
船左舷をこすりながら船尾を躱した様だ
と報告があり後々までその処理に悩ませ
ることになりました。一番慌てたのはオマ
ーン海軍のフリゲート艦が革命防衛隊の
ボートをインターセプトしようと左舷側
から突っ込んで来た時です。将に衝突針路、
本船は汽笛吹鳴以外に手は無く、一直線に
突っ込んで来るフリゲート艦を只凝視し

USS KITTY HAWK

ていたところ間一髪急右転し本船左舷約
30m 位を通過、本船船尾を躱して再びガンボートを追尾、やれやれと胸を撫でおろしまし
た。
此の後米駆逐艦に追われたガンボートの群れが右舷から船首を横切って行きましたが距
離は 2～3 マイルは有り、事無きを得ました。
その後 K 号は横須賀配備となり東京湾に出入りすることになりました。戦後暫くは日本
海軍出身の水先人、横須賀水先区創生期の民間水先人等が米艦船の嚮導をしていましたが小
生就業の頃には米軍パイロットが嚮導し我々の出番は有りませんでした。
2001 年の夏米海軍から K 号嚮導の依頼が有りました。12 月 24 日に入港予定だがその
日米軍パイロットはクリスマスイブでお休み(大らかなものですね)、
艦長のリクエストによ
り当方にお鉢が回ってきたわけです。早速必要な資料を取り寄せ、小生が主パイロットとし
て数名の副パイロットと組んで、港内回頭艦尾からスリップ進入着岸までの嚮導計画を策定
しました。艦首尾のフレアが大きくタグボートのマストが当たり使えない事は米軍パイロッ
トの教示に従って小型の上陸用舟艇を多数使用する事として計画を進めました。
所が 9 月 11 日ご存知の 9.11 事件勃発、基地には民間人一切出入禁止となり依頼はキャ
ンセルとなりました。残念でしたねぇ。その後の情報で艦長は自分で無事着桟したとの事で
したが、後日シンガポールで事故を起こしたとの由、矢張り自信が無かったのですね。
そして本稿(その二)のロシア潜水艦との The Closest Contact に至った訳です。
「多分珍しいお船のお話」と銘打ちながら結局軍艦のお話のみになってしまいました。
その昔本家が「糸荷屋」という廻船問屋に育ち、船乗りになりたくてシンガポールまで密航
したものの結局長男の故に果たせず銀行員になった父から、終戦当時小６の長兄、小４の次
兄、そして小２の小生３人兄弟は、当時東大より難関と云われた海軍兵学校を目指せと叱咤
激励され、幼心にすっかりその気になっていた小生、軍艦に些かノスタルジーを感じざるを
得ません。お許しあれ。
終わり
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幽霊船にされた日本丸
大河原

明徳

＜このタイトルの記事、どこかで読んだぞ！＞と思った方は、大変
記憶力がいいと自慢して良いと思います。この文は、1984 年に発行さ
れた『練習帆船 日本丸』
（太平洋学会編・千葉宗雄監修：原書房）に
掲載された原稿を、一部加筆・修正したものなのですから・・・。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワグナーのオペラでも有名だが、西洋の海の伝説に海神の怒りに触れて永遠に海を彷徨い
続ける幽霊船フライング・ダッチマン（彷徨えるオランダ船）の話がある。海と幽霊船の話
など数え挙げたら限りはないが、日本丸も危うくその仲間に入れられるようなことがあった。
我々東京商船大学・航海科二回生は、戦後はじめて日本丸で太平洋を渡ってアメリカ西海
岸へ遠洋航海をしたクラスである。1954（昭和 29）年 5 月 1 日、我々の乗った日本丸は、
爽やかな初夏の東京湾を出て行った。それからの約 1 か月あまり、北太平洋は色々なこと
を教えてくれた。
最初は大時化の洗礼である。最低気圧 950hpc、風速 45ｍ/s の大旋風の中でマストに登り
セールを畳んだ。巨大な波浪が次々に押し寄せる中で、日本丸はヤードを振り乱しながら、
ローリング、ピッチングを続ける。黒雲がひきちぎれるように飛んでいき、雨と海面からの
飛沫が五体に注ぎかかる。そんな中で、私は初めて怒れる海の怖さを肌で知り、同時にそれ
を乗り切る術を学んだのだった。
大時化が去れば、今度は冷たい霧が流れて来て、乳白色に包まれた世界をフォグ・ホーン
（霧笛）を鳴らし続けながら進んだ日もあった。180 度線（日付変更線）を越えてからは、
比較的好天が多くなり、アホウドリやアザラシと戯れたり、何日もバイ・ザ・ウインド・セ
ーラー（帆立クラゲ）の群れの中を走ったこともあった。
こうして、
やっとたどり着いた北アメリカ大陸は、もやの中にぼんやりと横たわっていた。
カリフォルニアのコンセプション岬を回ってロスアンゼルスに向かう水域に入るにつれて
霧はますます濃くなってきた。船長は船を陸岸に寄せて、霧の晴れるのを待った。そこは
ロスの北方約 200 ㎞、サンタバーバラという小さな町の沖合であった。
翌朝、陽が昇るにつれて霧は次第に晴れていった。霧があがると、見えて来たのは美しい
緑に囲まれた田園風景だった。ところどころに建っている赤い屋根。白い壁の家は、鮮やか
な緑に映えて、まるでお伽の国に遊ぶ思いである。
ただ、海岸に面した道路にやたらと自動車が並んでいた。それも少し異常と思えるほどの
数である。しかし我々は、それを単純に受け取って、さすがはアメリカだ、こんな田舎にも
たくさんの車がいると眺めていたのだった。
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やがてタンツーと称している甲板磨きをやっている頃、居並ぶ車の真ん中あたりから、一
隻のモーターボートが走り出て来た。アメリカ人が 4 人乗っている。彼らは怪訝な表情で
船を見上げて、我々に船名や船長の名前を聞いてから、周りを一周して岸へ帰って行った。
何処か、妙な雰囲気である。
翌日、日本丸はロスアンゼルス外港サンペドロに
入った。そこで現地発行の新聞を見て、
昨日のいっさいがわかったのである。・・・・・
「サンタバーバラ沖に“さまよえるオランダ船”
出現！」
新聞にそう書いてあった。日本丸は幽霊船にされ
たのである。
サンタバーバラの人々は、霧に包まれた朝の海上に忽然と現れた帆船を見て驚き、「フ
ライング・ダッチマン」がやって来たと思ったらしい。そこで大騒ぎになり、噂を聞きつけ
た近隣の人たちも続々と海岸にやって来た。異常と思える数の車は、そのためだったのだ。
その中の勇気ある 4 人がモーターボートで出て来て調べたところ、霧の中の帆船ははるば
る日本からやって来た練習船だったと判明したというのである。
いま考えてみると、日本丸の名前も、存在すらアメリカ人にはしばらく疎遠になっていた
のだから、幽霊船と間違えられても仕方がなかったかもしれない。
それから 30 年、日本丸は毎年のように合衆国を訪問している。アメリカ人は帆船好きな
国民だから、今や帆装（リグ）を見ただけでもすぐ日本丸だとわかってくれる。「さまよえ
るオランダ船」の事件は、もう遠い昔語りになった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
あの遠洋航海から 67 年、練習帆船日本丸の本が発行されてからも既に 37 年が過ぎたが、
本船が横浜港のシンボルとして関係者のご努力により昔と変わらぬ美しい姿を保ち、
一般公
開されつつ永久保存されていることは嬉しい限りです。
そして、本会会員の皆さんは、日本丸と様々な関りや思い出を持っておられ、本船を見学
に訪れる方々に一人でも多く、海・船・練習船・帆船等の世界を知って欲しいと望んでガイ
ドになられたと思います。ガイド会員最年長組の一人として、皆さんの益々のご活躍を期待
しております。

以 上
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思い出の飾り盆・絵皿など（その１）
安田

岩男

公私ともに海外訪問の機会に恵まれたが、旅先で記念にと好んで手に取ったのが飾り盆
や絵皿の類であった。また、これらは自ら購入するだけでなく、頂くことも多かった。我が
家の壁を彩る飾り盆や絵皿について、２回に分けてご紹介させていただこうと思う。
○「雷鳥とクジラ」の絵入り飾り盆（昭和 42 年・カナダ）
昭和 42 年(1967 年)は、
「カナダ建国百年祭」の年であった。カナダ政府からブリテッシ
ュコロンビア州諸港への来航要請を受けた日本丸は、海王丸と共に州都ビクトリアに入港。
その後、海王丸と別れて 6 月 21 日～26 日の間、最初の首都ニューウエストミンスターを訪
問した。各地で盛大な歓迎を受け記念行事の一環としての使命を果たした。私は二等航海士
として、本会の角田昌男、川瀬正彦、高石 勝の各氏は実習生として本船に乗船していた。
初めてのカナダ訪問の思い出にと、ビクトリアのお土産店
で買い求めたのがこの飾り盆である。太平洋北西部の広域に
育つ Western Red Cedar 製で、表に北西岸のインディアンに
語り継がれる「サンダーバード(Thunderbird)と鯨」の伝説
の絵が描かれた木目の美しい寄せ木細工の盆だ。
サンダーバードは巨大な鷲の姿をした架空の鳥で、大洋の
中の鯨を捕らえるため、山頂から舞降りてくる。巨大な羽を猛烈に羽ばたいて雷を起こし、
両眼から燃えるような雷光を発して、遂には鯨を打ち負かして餌食を山頂へ持ち帰り、それ
をゆっくり食い尽くす。そのため山頂には、鯨の骨の残骸がよく見られたといわれてきた。
○「ペナンピューターの絵皿」（昭和 51 年・マレーシア）
一等航海士として練習船青雲丸に乗船していた時に、初めて東回り世界一周の遠洋航海を
行った。士官を含む乗組員 64 名、5 商船高専からの 121 名の実習生が乗船。航海期間は昭
和 51 年 6 月 2 日～8 月 25 日の 85 日間。東京出港後、ロングビーチ、バルボア、バルセロ
ナ、ベネチア、ポートサイド、ペナンの６港に寄港し、全航程は 23,710 浬にも及んだ。
8 月 13 日午前、最終寄港地のマレーシア・ペナン港に入港。
代理店など関係者のほか、運輸省から海外技術協力員として同国
イポウー技術学校に派遣されていた山本敏夫氏、三間忠氏（故人）
等に出迎えを頂いた。三間君は大学の同期であり、後刻、市内を
案内して頂き夕食をともにした。帰途、構えの良いお店に立ち寄
り、世界的なスズの産地であるマレーシアの Penang Pewter 製の絵皿を買った。精巧な細工
で縁取られたこの絵皿を見るたびに、当時の入港の様子や旧友との再会の記憶が蘇ってくる。
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○ 政府高官から頂いた飾り盆（昭和 54 年・エジプト）
英国での 6 ヶ月にわたる行政官短期在外研究員の研修を終え、昭和 54 年 5 月に帰国した。
翌 6 月には、運輸省船員局に併任異動となった。当時、わが国ではエジプト国への技術協力
として、アレクサンドリア商船大学へ運輸省職員を派遣しており、そのカウンターパートと
して同国運輸次官とアレクサンドリア商船大学長の 2 名を短期招聘し国内視察旅行を行っ
た。私は、関西方面への視察旅行にこれら政府高官に随行し案内することとなった。
最初に鳥羽商船高専を訪問した後、伊勢神宮を参拝し、終わって市内散策。翌日午前、奈
良・京都に移り神社仏閣を見学して回った。運輸次官は、奈良の古いお寺の崩れかけた土塀
を見て、わら(藁)と土を使った工法はエジプトと同じだと、東西文明の繋がりに感嘆し、ま
た、市街地が緑の山々で囲まれている京都では、緑豊かな恵まれた自然環境に憧憬を抱いて
いるようであった。一方、学長の方は歴史的な遺構・建築物等には全く関心を寄せることな
く先を急ぎ、対照的なお二方の歩調を合わせることに苦労した。
京都ではお二方からのリクエストでメーンストリートから一
歩入った焼き鳥屋に案内した。楽しく歓談している最中、耳を
つん裂くような大爆音が響き渡り、見れば暴走族の大集団が、
飲食街をわが物顔でジグザグに逆走していた。先進国を自負す
る日本国として、実に恥ずかしい一面をさらすことになった。
こうして、随行者としての役割を終えた帰り際に、お世話になったお礼にと紙包みを渡さ
れた。家に着いて包装を解いてみると、繊細で美しい螺鈿細工が一面に施された木製盆がで
てきた。わが家一番の飾り盆である。
○「ルーシ号」誘致訪問の記念絵皿(平成 2 年・ロシア共和国)
昭和 57 年 7 月、22 年余勤めた運輸省航海訓練所を辞め、横浜市に転出した。港湾の部局
に席を置き、海運・港湾等の情報調査をはじめ、港湾振興、港湾運営など中核的事業に携わ
り、充実した仕事を行うことができた。
平成 2 年(1990 年)に、約 30 年にわたり続いてきた横浜～ナホトカ間の定期客船航路が、
日本海側主要港からの寄港誘致により、
横浜への延伸が取止めになるとの情報を得た。当時、
振興部長の職にあった私は、団長として港湾局職員数名と港湾事
業者 10 数名を伴い、ルーシ号に乗り現地調査に赴いた。
7 月 3 日横浜出港、5 日午後ナホトカ入港。丸 2 日の航海で
あった。5 日夜、市内で運航会社 FESCO 主催の定期航路開設 30
周年祝賀会が開かれた。席上、団長として、長期にわたる定期
航路維持に対し謝意を述べ、引き続く「ルーシ号」の横浜寄港
を強く要請した。翌日は、午前に市内観光、午後はナホトカ市長表敬訪問などを行った。中
2 日停泊の後、出港日の午前に、港近くの商店街へ。お土産に、現地のお酒のほか、記念に
黒塗の下地に花や木の赤実を色濃く描いたロシア風絵皿（プラ製）を購入して帰船した。
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夕刻出港。航海中は、夕食後に美しい女性達のショウダンスを鑑賞し堪能させて頂いた。
○「横浜開港資料館」開設記念絵皿（平成 12 年・日本）
平成 8 年 3 月、横浜市を退職。翌月から、横浜開港資料館に館長として勤務することにな
った。赴任して間もなく、職員の一人から「安田館長、開港資料館の品位を落とさないよう
にしてください」と言われた。歴代館長には、横浜市教育長や大学教授(歴史学)OB 等が配
置されていた。船乗りの専門教育を修めた者が館長では頼りなく感じるのも当然だ。こうし
て、私の開港資料館の勤務は、針の筵に座る思いで始まった。
1 年も経たない頃、新設の歴史博物館と開港資料館の統合とい
う行政改革が表面化し、開港資料館としての早急な対応が求めら
れた。原案は、開港資料館を新設の歴史博物館に吸収合併すると
いう到底受け入れ難い内容であった。私は直ちに、市の幹部で力
になってくれると思われる O 氏に相談し、対等合併にもち込むことで理解を得、支援して頂
くことになった。これを聞いた総務局担当課長は、本案は既に総務局課長会議での決定事項
であるとし当方の動きを強くけん制。こちらも組合交渉の内容を背景に職員の意見を力とし
て交渉に当たり、最終的に対等合併の方向で作業は進むことになった。共に力を合わせて難
局を乗り越えたことから職員との距離は急速に縮まった。12 年 3 月、職員の理解と信頼を
得て 4 年間の勤務を終わり退職。職員から記念にと本館の開設記念絵皿を贈られた。
○ 花模様の陶器皿（平成 16 年・スペイン）
平成 16 年、春の連休を利用して家内とスペイン旅行を行った。日本港湾タグ事業協会専
務理事に就いて 5 年目。初めて JALPAK を使っての旅行であった。参加者(15 名)に恵まれ、
日ましに皆さんとの絆も深まりこれまでにない楽しい旅となった。
ロンドン経由で、スペインの首都マドリードへ。その後、大型バスで南部のアルハンブラ
宮殿のある古都グラナダに移動。バスは、1 日 500km に及ぶ走行の日もあった。グラナダか
ら西方の都市セビリアに移動。車窓には、時折、山頂に古城が現れ、裾野に広がるなだらか
な丘にはオリーブ畑が延々と続いた。途中のコルドバに立ち寄り、世界遺産のメスキータを
見学、その後、近くの白い壁の住宅街の出窓が花々で飾られた「花
の小道」や旧ユダヤ人街を散策して回った。土産店で、旅の記念
に陶器の絵皿を買った。花器から溢れんばかりの色とりどりの盛
り花が大胆に描かれ、周囲に花の環があしらわれていた。その絵
皿は、たった今見て回った街の景観を連想させた。
セビリア最後の夜は、家族経営のフラメンコ専門の店で、食事つき
で本場のフラメンコ・ショーを観賞。間近で見るフラメンコの情熱的な音楽と舞、美酒に酔
いしれ、楽しいひとときを過ごした。翌日、バルセロナへ移動した。
次号に続く
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花がたり（その２）
角田

昌男

前号に引き続き、花にまつわる思い出話を徒然に綴ることとしたい。
フクシア（釣宇草）：花言葉：
「上品な趣味・お洒落な人」
アカバナ科の低木、花が美しいので鉢植え
がよく販売されている。ホクシャとも呼ばれる。この花、挿し
芽で簡単に増やせるし、寒さにも比較的強い。横浜では近年軒
下でも冬を越すことが出来ている。
フクシアの花は、私にとっては遥か昔、35 代米国合衆国大
統領ジョン・F・ケネディが暗殺された事件と、ある女性の記憶に繋がる。1963 年 11 月 22
日金曜日、現地時間 12 時 30 分にテキサス州を遊説中のケネディ大統領が暗殺された。そ
の悲報は日本時間 23 日早朝、世界の放送史上初めて太平洋を越えたテレビの宇宙中継で鮮
やかな映像として日本に届いた。当時私は大学 1 年生、23 日は勤労感謝の日にも拘わらず
早く目が覚めラジオでそのニュースを知り、急いで寮の食堂に行って TV を見たのだった。
休日なのに早起きしたのは理由があった。その日小田急線登戸駅で待ち合わせ、向ヶ丘遊
園でＹＫさんと初デートだったからである。彼女と会うことになった切掛けは、その 1 年
前に遡る。高 3 の夏休みに行ったサンフランシスコ郊外のロスアルトスで 2 日間お世話に
なったロータリアンの老婦人から、
「日本に帰ったら、この家に 1 年間ホームステイし帰っ
たばかりの女子高生と連絡を取って私達のことを話して欲しい」と写真を見せられ、アドレ
スメモを渡されたことだった。1 年後の夏休み、そのことを思い出して連絡すると、彼女は
四国から上京し東京の大学に入っていた。当時全寮制の我が学生寮では、学生が受付を輪番
で実施していた。外部から電話が掛かると「〇寮○室の○○君、電話」、それが若い女性か
らだと、
「○○君お電話です、お急ぎ下さい！」等とマイクで呼び出すのだった。1 年の中
間試験を終えた秋、その「お電話」で打ち合わせて日時場所を決めたのだった。
会って話してみると、AFS 留学生だから 1 つ年上、頭の切れるすっかり都会人の女子大
生だった。遊園地では秋の薔薇展を見たとの記憶はある。お互いのアメリカ体験談を語り、
当然ケネディ大統領暗殺のニュースも話題にしたであろうが、今や遥か忘却の彼方だ。そし
て別れ際、花屋の店先にあったフクシアの花を２鉢買い夫々記念に持ち帰った。寮に戻って
その鉢植えを窓際に置くと、むさ苦しい男 4 人部屋にスポットライトが灯ったかの雰囲気
になり、無聊を慰めてくれた。ところが数日後、同室の先輩が何かの拍子に窓から外に落と
してしまい、鉢が割れ花茎も折れてしまった。新しい鉢に植え直してみたが、傷んだフクシ
アは回復せず結局枯れてしまった。彼女とは、その後数回季節の挨拶程度のハガキ交換があ
ったが、いつの間にか連絡が途絶えた。それから 10 年位後のこと、結婚して医者の奥さん
になったと側聞した。生涯でたった 1 度会っただけなのに、これ程鮮明に覚えているのは、
あの驚愕のニュース故であろうか。
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ところで、ケネディ大統領暗殺の真相は今でも謎が多く、アメリカ人の最も関心の高い未
解決事件だという。暗殺犯人のオズワルドは逮捕 2 日後に射殺されたが、その際「はめら
れた！」と叫んだ。彼を射殺したルビーは死刑判決後病気療養中死んだ。彼はマフィア・
CIA・キューバ人グループ等と関係が深かったこともあり、今やオズワルドの単独犯行は虚
構との説が確実らしい。暗殺事件関連文書は殆ど公開されているが、CIA と FBI が公開にス
トップをかけたと言われている未公開文書 300 点がある。これを、バイデン大統領が近く
公開に踏み切る可能性大だというが、核心部分を暴露するような資料があれば、とっくに破
棄されているとの見方もある。結局、未公開文書公開でも事件は解明されず、この暗殺事件
の真相は永久に謎のまま残るのではなかろうか。
フクシアの花は、このような思い出の中、今年も我が家で咲いている。
ハマユウ（浜木綿）：花言葉「諦めない気持ち」
夏、マンションの軒下で白いハマユウの花が咲いた。このハ
マユウ、何と沖縄の波照間島産である。日本最南端の島は何処
か、無人島では沖ノ鳥島（東京都・北緯 20 度 25 分）だが、人
の住む島は沖縄の波照間島（人口 450 人程）であり、その高那
埼には、日本最南端の碑（北緯 24 度 3 分）が建っている。その碑の傍に落ちていた白い大
きなニンニクに似た実を拾って来て、横浜の我が家に蒔き育てたのが、毎年花をつける。
今から 30 年程前、南西航空（現 JTA）に勤務していた私は、波照間島へ仕事では 2 度訪
れたが、のんびりとした島の雰囲気が気に入って、その後何度か釣り仲間と訪れた。朝夕、
定宿の民宿のオジーが客に出す魚を釣り行く船に便乗して海に出た。時には、暑さを凌ぐた
めにコバルトブルーの海に飛び込んで海水浴も楽しんだ。この島の夏は兎に角暑い。朝晩の
涼しい時間帯には、赤ん坊の泣き声そっくりにカラスが鳴くが、
昼間はセミとヤギの声以外、
人工的な音は何も聞こえない時が流れているのだった。
さて、民宿のオバーが何かと気を使ってくれたので、ある時土産に那覇の菓子を渡した。
2 泊 3 日の釣りと泡波を十分楽しんで宿を去る間際、オバーから「これを持って帰って！私
が育てた物だから、気にしなくっていいよ。天井から吊るしておいて、黄色く熟したら食べ
頃さ～。
」と、房が 5 段もついている立派な島バナナをもらった。ぶっつけて痛めない様大
事に抱えて、船と飛行機を乗り継いで那覇の社宅に持ち帰った。島バナナの実は小さく 10
～15 ㎝で緑色、これを常温で追熟させると美味しくなる。店では通常のバナナの 20 倍もす
る値段で売っている。5 本位の房が、当時でも数千円したのである。早速天井から逆さに吊
るし熟すのを今か今かと待ち黄色から少々黒ずんで来た頃毎日 1～2 本ずつ濃厚な味を楽し
んだ。何段もの緑のバナナ房を吊るして熟すのを待って喰ったのは、日本丸での遠洋航海ヒ
ロ出港時以来だったが、波照間の島バナナはそれ以上、兎に角格別な味だった。
ところで、今年 3 月『波照間島北側のサコダ浜で、「気仙沼魚市場」と書かれたプラス
チック製の籠を島の中学生が発見した。東日本大震災の際流されたものとみられ、波照間小
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中学校の生徒たちは被災地や被災者を思い黙祷をささげた。
』とのニュースがあった。大震
災の大津波から 10 年、その籠は果たして何処をどう漂って辿りついたのだろうか。
この島には、東の海の彼方に神の国「ニライカナイ」があり、神々が訪れて五穀豊穣をも
たらすという伝説がある。旧盆の中日、ムシャーマという豊作祈願と先祖を慰霊する祭りが
あるが、残念ながら見る機会がなかった。この祭りには仮装行列があり、その先頭を歩くの
がミルク様と呼ばれるお面の神様だ。ミルクとは弥勒菩薩のことで、ベトナムや台湾でも同
じ様な面を見ることが出来るが、どう見ても布袋様に見える。これは、布袋和尚を弥勒菩薩
の化生と考える中国大陸南部のモロク信仰にルーツがあるというから、
島の文化や伝統は遠
い国と繋がっているのだろう。ところで波照間島には「最も入手困難な泡盛」と言われてい
る「泡波」がある。先日ネットで調べて見ると、3 合瓶 600m４千円、１升瓶 1800ml が 1 万
5 千～2 万円となっていた。あの頃でも、予め民宿に注文しておかないと、宿で飲めても土
産に持ち帰ることが出来なかった程、生産量の少ない島の特産だ。日頃久米仙や残波は飲ん
でいるが、幻の「泡波」はここ 10 年程飲んでいない。毎年、ハマユウが咲くと南の島を思
い出す。あの民宿、オバーが亡くなり息子の代に変わって以来、ネットで見ると評判があま
り宜しくない。しかし、もう一度「泡波」を飲みに波照間島を訪れるとすれば、オジー・オ
バーとの思い出があるあの民宿に泊まることになるのだろう。
イカリソウ（錨草・碇草）：花言葉「旅立ち・君を離さない」
花の名前は、花の姿が船の錨に似ていることからきている。落葉樹
林に広く分布している野草で、仲間は世界中に 60 種もあるという。
昔、田舎の林から薄紫の花の一株を持ち帰り育てていた。20 年程前の
春、カメラを肩に鎌倉散策に行った際、御霊神社近くの立派な家の庭
に白花のイカリソウが咲いていた。丁度その家の老婦人が庭の手入れをしていて、庭を褒
め話がはずんだ。その際、我が家には紫花はあるが白花はないと言うと、この花結構増え
て困るからと言って、一株抜いて袋に入れてくれたのだった。以来我が家では白花が毎年
咲くのだが、いつの間にか紫花の株が絶えて白花一鉢になってしまった。
前は鎌倉に度々カメラを持って散策に出かけた。桜の頃、江ノ電の極楽寺駅下車、極楽寺
→成就寺→御霊神社→長谷寺→光則寺→大仏と歩くコースは春の楽しみだった。
中でも御霊
神社は観光客も少なく穴場なのだが、つい最近境内撮影禁止となったのは残念だ。この神社
境内に祀られている石上神社では、海上の安全を祈願する行事（海の日に神輿が船に乗って
沖に出る海上渡御と御供流し）が行われる。また、9 月 18 日の御霊神社例祭には湯花神楽
の後、奇祭の一つと言われる面掛行列が行われる。総勢 10 人の面行列、その中の面 2 つは、
石垣の旧盆行事のアンガマ面に、仮面行列そのものが南の島に通じている気がする。しかし
この 2 年、御霊神社のこの行事も蜜を避ける為中止となった。神事まで中止させる新型コロ
ナウイルス、もうそろそろ神様が怒ってこの世から退散させて欲しいものだ！
以 上
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鏡についての随想
岸本

宗久

朝起きて、いつものように洗顔し、ひげを剃った。かみそりを当
てながら久しぶりに顔を見た。ゴマ塩のひげは、こけた血色のない
頬にまばらに生えていた。下唇から顎のかけてのたるみのせいで、
かみそりの刃がしっくり当たらない。左手の指で皮をつまんで引っ
張り、剃り上げる。刃先を洗って改めて鏡を見ると、額の横筋が一本増えたようだ。右の眉
の横にあるシミが面積を増やし、その周囲に新しい小さなシミが散らばりだした。瞼の下の
ふくらみが大きくなり、重たそうだ。鼻翼に張りがなくなった。顔を少し横に向けると、び
んの白髪が目立ち、まっすぐ前を見ると、驚くほどの額の禿げあがり。にっこり笑顔を作っ
ても、少しも優しさがない。にらめば、一層憎たらしい顔になる。
鏡は見るものを正しく映す。顔は「自己」の表象である。鏡に映った自分の顔は「自己」
をそのまま映し出している。これまでの８０余年の自分の人生の集積であり、誰の責任でも
ない。
“みんなオイラのせいなのよ”
。だから「鏡」は「鑑」ともいう。でも、こうして見て
みると、ひどくやつれてもいない。垂れ下がった瞼の奥の眼は、自信なさそうではあるが、
いまだに光はある。うん？腹がグーと鳴った。快食・快便の証である。今日一日は大丈夫そ
うだ。
鏡は光が平滑な、反射率の高い面で反射されることを利用したもので、鏡によって光線の
進む方向が反転する。鏡に映る自分の像（鏡像）は自分と正しく反対に見える。鏡像は自分
の実像を鏡面の向こう側に見せてくれるので、虚像である。しかし、それは自分の対称であ
る。平面鏡は厳密に無収差で反射光線の延長は正しく鏡像の位置に集まっているからだ。理
屈はそうだが、鏡のこのような作用は、人類にとって、なかなか理解するのが難しかったよ
うだ。確かに、こちら側の姿がそのままあちら側に現れるのは妙なことではある。何かそこ
には魔術的、呪術的或いは神秘的なのがあると感じたのも分かる気がする。
日本の場合、それが特に顕著で、鏡に神性を感じたようだ。神話にある八咫鏡（やたのか
がみ）がそれで、日本の国体を物的に象徴する三種の神器の一つとされる。それは天孫降臨
に際し、天照大神が瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）に『この鏡を私の魂とし私の前に仕えるよ
うにこの鏡を大切に祀れ』と神勅によって授けられたのだとする。ここには、神体を正しく
映し出すものだという鏡像と実像が正対することの確信が認められる。
中国では、
「鏡」は水がめに張った水に“自らの姿を映す”
「鑑」に通じ、歴史の中で現在
を顧みて反省し、戒める材料を意味するのだともいう。これは鏡に映った姿は、そのままに
現実の姿を反映している、と考えているからに違いあるまい。もっとも、中国大陸に成立し
た諸王朝が、それぞれに、自分たちの歴史を反省していたかどうかは極めて疑わしいが。
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このように、鏡の“ありのままに映す”という作用は、鏡にとってかけがえのない性質で
ある。西洋の新聞に“ミラー”（Mirror）とか”シュピーゲル”
（Spiegel）との名前を冠し
たものもある。“鏡のようにはっきりありのままに映す”ことをうたったものと思われる。
近代リアリズムの比喩でもあったろう。
コンピューターが世に出始めたのは今からわずか５０年ばかり前に過ぎない。だが、今で
はコンピューター・テクノロジーは地球上を覆い、人間が用いる多くの産業機器の中核とな
っている。人類の発展はコンピューターの能力に依存していると言っても過言ではない。そ
して、今やコンピューターが賢くなりすぎて、人類の生存を脅かす事態すら考慮しなければ
ならなくなっているとも言われる。そこでは、自分で「欺瞞」や「欲望」を学習できる、
「超
絶能力」
（スーパーインテリジェンス）を備えた AI の出現可能性が議論されてその暴走を抑
える安全装置を組み込んでおく必要がある、ということなのだ。人間は道具を用いる能力を
有し、それを利用してここまで進歩してきた。人間の能力を超える道具の出現など本来望ん
ではいないはずである。ロボットに表情をつけて、より一層人間に近付けたいというとの話
も聞く。しかし、その表情はあくまでも数値によって示されるものであって、感情そのもの
表出ではない。AI を搭載した美人ロボットがミニスカートで寄り添い、耳元で「好きよ」
なんて囁かれて、いい気持になるであろうか。私にとっては、身の毛もよだつ想いがする。
だが、“技術”というパンドラの箱を開け、技術万能を信じて、人間の欲望の実現を無制限
に追い求めてきた結果がこれである。
人間は、対象を目で観察することが出来る。しかし、自分の顔は自分の目で見ることはで
きない。それを見せてくれるのが鏡である。鏡に映る顔を自分の顔であると自覚することは
「自己」を認識することだという（鏡映認知）
。
「顔」は自分の表象であり、鏡に映った顔は
「自己」そのものである。自分がどんな顔をしているか。鏡がそれを見せてくれる。鏡は自
分の顔、つまり「自己」を知るための、人間にとって必須な道具である。鏡を見、そこに映
し出される自分の顔を見ることで、
心身の調子を知るのみでなく、喜怒哀楽すら見てとれる。
鏡は、見えるものだけでなく、目に見えないものまで映してくれる。
近代科学の標榜する技術一辺倒で進んできたこの世の中、鏡に映して見ることが出来れば
な、と思う。人間が、人類として、地球上の他の生物と同列の生命体に戻らないよう、この
辺で、これまでの人間の行跡を反省する時期に来ているのかもしれない。鏡は鑑である。
おわり
参考資料：・
「超絶知能」は人類を排除するか ルイス・A・デルモンテ；
Voice 令和３年 9 月号 （株）PHP 研究所
・世界大百科事典 平凡社
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雑感・帆船教育とコロナ対策
林

作治

東京商船大学受験当時の古い話で申し訳ありませんが、模擬試験
のつもりで試験場に行き大学館内の“帆船日本丸”の大型画面を見
た時に、こんな船に乗れるなら絶対入学したいと気が変わったのを
覚えています。
航海科に入学し希望の帆船日本丸に短期実習、
遠洋航海共に乗船する機会に恵まれ望みを
果たしました。卒業してから６０数年が過ぎ、今や重要文化財となった初代帆船日本丸のガ
イド仲間にも恵まれ、健康年齢を維持しながら年金生活を送っています。
一昨年末に中国で確認された新型コロナの感染症は、グローバル化した人類の移動に合わ
せ瞬く間に感染拡大し、世界はコロナワクチン入手と接種に狂奔しています。日本でも緊急
事態宣言、まん延防止等重点措置等の諸対策にも拘らず、感染拡大は止まらずワクチン入手
と接種で心配と不安が募りつつあります。
“新型コロナの蔓延が危機に弱い日本社会を暴露
した”と言う人もいます。
危機対策を見て帆船日本丸の乗船訓練で学んだことを思い出しました。
一つは“安全運航は自然に逆らうことではなく、自然と共生すること。帆船訓練の目的には
自然を肌身で知ることがある”
。二つ目は法律の条文は別として“船長は自己の指揮する船
舶に急迫した危険があるときは、人命の救助並びに船舶及び積荷の救助に必要な手段を尽く
さなければならないと定め、人命の救助が最優先であること”でした。海上という特殊な状
況ではあるが船舶所有者や荷主等の意志に左右されない“公益の為の超越権限”を船長に認
めているのです。
（船員法 第 7 条（船長の指揮命令権）と第１２条）
しかし造船技術、主機関・操船機器、気象情報・予報等の目覚ましい進展は、船の運航の
安全をこれ以上ないくらいに向上させました。海を知らない、海上経験のない人たちから見
ると、海は安全が保障された世界と海を甘く見るようになったのではとも思えます。しかし
船の安全は経済効果との絡みで百パーセント確保できないことは周知の通りです。安全には
限度があります。結局船員がその限度を学び、経験し斟酌して、危険を回避しているのが現
実です。その危険の限度を斟酌する際、我々が直面するのは測り知れない海の自然力に対す
る予見であり、畏怖であり、克服できない力があることを知ることです。船の社会は緊急時
に備えた対応を、長い歴史と事故例から学び、蓄積して安全を維持しています。自然との闘
いは克服ではなく、自然との共生であることを知り、初めてそれが予防安全となっています。
残念ながら陸上には、
当面の経済利益を犠牲にしても人命の安全を優先させることの選択
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を提案できる危機管理の教育を受けたトップがいなかったのです。人命を預かる専門医と称
しメディアに度々登場した偉い人達も初めから“人命の安全が優先”を強く叫んだ人はいま
せん。人類の歴史は感染症との戦いであり、古くはペスト、天然痘、結核、２０世紀に入っ
てはスペイン風邪、アジア風邪、エイズの感染者数が突出しています。これらの危機を脱出
し、あるいは克服してきたのが人類の歴史です。ウイルスは撲滅することも、排除すること
もできず、唯一ワクチンの効果を期待するしかないことと、免疫によって共生するしかない
ことを人類は経験で学んできています。
国は緊急時の対応の法律がないからと国民の自由と
権利を優先し、損失補償を条件にお願いばかりでした。
安全と人の命は金では買えないこと、
経済優先の損得勘定を意識したら人間の欲望は補償の限度がなくなり拡大は止まらないこ
とを知らないかのような対策です。
話を緊急時における船長の指揮命令の話に戻せば、
命の安全を守ることでは海の自然の驚
異も新型ウイルスも同じと言えます。法律は海上航行の特殊性もあるが過去の海難の実績と
経験から有事の際の船長の権限を”公益の為なら超越的権限“を認めてきました。そして行
使できる船長は、それ相応の識見と経験を持っていることが前提なのは当然です。更に言え
ば、自然に逆らうのではなく共生の道を探ることが大事ということも知っています。そのよ
うな海の自然に対する知識と経験が海国日本を作ったと言えます。しかし、かかる船員は一
朝一夕で育つものではなく、本質は農牧民族である日本人を明治この方長い時間をかけて練
習帆船を使って、海の本質、基礎を学ばせ体験させて海族に変えてきた結果であり、日本人
の知恵です。横浜港の重要文化財帆船日本丸は、伊達に５０年を訓練に明け暮れしたのでは
なく、海国日本人になるために海の自然と面と向かって肌で感じさせながら海族となるため
の基本を学ぶことの大切さを教えてきたと思います。一見無駄のように見えても、長い目で
見れば海難防止の大きな役目を果たしていると思います。こじつけの感がないでもないが、
海の識見と高度に発展した技術を有効に使うことの出発点が練習帆船であると言いたいの
です。
コロナについて言えば、戦後日本は平和憲法に守られて経済成長に邁進し、良いにつけ悪
いにつけ平和な世界にどっぷりつかり、
海のような予防安全がなくても平和に過ごしてきま
した。その結果が、コロナ感染症拡大に歯止めが利かない現状を招いたのだと思います。安
全対策は一朝一夕にできるものではなく、危機管理は国民の義務でもあることを、国民一人
一人が心すべきだと思うのです。

以 上
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エー！

わたしが濃厚接触者 ？

PCR 検査-悲喜こもごも

（自分の命は自分で守るー新型コロナウイルス感染者との接触顛末記）

古瀬

文晴

１．はじめに
新型コロナウイルス(COVID-19)が中国武漢市から流行してから１年半、
最初のコロナ株から様々な変異をし、更に 8 月末の時点でデルタ株から変異した「新たな
デルタ株」として、世界中で 8 例の内その 1 例が東京で検出されたとの最新情報もあり、
最近ではとりわけ、若者と子供の感染者が拡大の一歩をたどっています。
高齢者のため 7 月末までに２回のワクチン接種が終わりましたが、最近は体に抗体が残っ
ている間に追加接種をすると、効果が再び高まる「ブースター効果」が期待され、3 回目の
追加接種をしなければならないのではないかと思っています。
２．感染者との接触経緯について
私は現在、総務省関連の国家試験であるアマチュア無線技士養成課程講習の認定機関とな
っている、ある財団法人（以下財団）が実施する講習会の、試験執行業務と監査業務を
担当しており、今回は監査業務を実施する予定で、講習会を取り仕切る管理責任者や電波
法や無線工学を教える講師が講習の内容を十分熟知し、
更に実施する講習会自体が認定機関
として法令を遵守しているかなど、定められた項目に従い監査をし、必要があれば、指示、
指導をするのですが、今回は、これらの業務とは異なる新型コロナウイルスに関する次のよ
うな事例がありました・・・。
８月中旬の土曜・日曜の２日間を利用した講習会を東京で担当したところ、受講者 1 名（28
才女性）が 2 日目の昼休みに体調不良を申し出たため、担当の管理責任者が本人から事情を
聞き検温したところ 36.3 度と平熱で、咳、発熱などもない様子であった。財団が定めてい
る「新型コロナウイルス感染症への対応」などを説明し、体調不良の場合は早退ができ、
再受講が可能であることなど説明し早退させた。
翌々日の火曜日午前中、財団の事務職員から連絡があり、
「実施した講習会を早退した受
講者が、帰宅後、PCR 検査を病院で受診した結果、月曜日に陽性と通知あり。当人から管轄
の保健所には連絡済みである。今のところ保健所からの指示等はなく連絡待ちで、当人は現
在、体調も良くなり無症状だが自宅療養中である」。また、
「当財団からビル管理会社、監督官庁の総務省関東総合通信局、豊島区保健所に連絡済
みであるが、結果、特段の対応指示はなく、当日の他の受講者は濃厚接触者に当たらないと
の解釈である」。更に、財団の対応として、
・
「該当講習会の関係者には念のため財団負担で PCR 検査を依頼」。
・
「該当講習会の当人以外の全受講者２３名に事実関係を電話等にて一報し注意喚起」。
・
「直近予定の該当教室で行われる８月中のすべての講習会については、中止を決定」。
・
「保健所の指示により教室等の消毒清掃を実施」。などの対策を実施したが、
「受講者 1 名
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が陽性者と判明したので、当日の講習会の担当者は陽性者と接触しており、PCR 検査を受け
てほしい」と連絡があった。
「エー！ 私が濃厚接触者？・・・」
検温とパスルオキシメーター(*1)による血中酸素飽和度の数値に異常はないし、外出時 2
重マスクをし、3 蜜は避け、手指の消毒、うがいは欠かさないなど注意してきたし、今回は
監査業務が主体で受講者とは挨拶程度の言葉を交わすだけで濃厚接触者(*2)には該当しな
いと思われるけれど？・・・。
それにしても、パスルオキシメーターが日本の技術者による発明とは知らなかった。
とは言え、接触者に変わりはないので、急遽、
「町田 PCR ステーション」と呼ばれる民間
検査機関が数か月前に開設した新聞折込みチラシを保管していたので、早速予約を取った。
チラシによると、 ①QR コードでのみ予約。 ②検査結果については 24 時間以内にメール
で回答。となっており QR コードを読み取り、必要事項などを入力し、火曜日当日の 18:30
時の予約ができた。数分後、検査機関からメールで受付番号が通知され、注意事項として、
①登録日時に来店するように。

②来店の際に受付番号を提示すること。

③受付時に同

意書に署名が必要であること。 ④唾液の採取前の、最低 1 時間は飲食、喫煙、うがい、
歯磨きをしないことなど注意事項が記載されていた。
「町田 PCR 検査ステーション」は町田駅前徒歩 2 分の場所にあり、
受付で受付番号を提示すると、同意書にサイン求められ、用意されて
いた検査キットを受け取った。検査キットが入った透明ビニール袋の
中には、 ①試験管に似た形で中に細いストローが入ったプラスチッ
ク製の採取容器。 ②容器に貼る名前シール。 ③容器を最後に拭く
ための消毒ガーゼなどが入っており、唾液は容器の下部 1.5-2.0cm 位
のマークの部分まで入れるように説明を受けた。
唾液を採取する個人用ブースは、選挙の投票所のブースのように仕
切られ、
レモンや梅干しの写真と顎や頬などを触り上手に唾液を出す方法などの掲示があっ
た。細いストローを口にくわえ、規定量を入れ、名前シー
ルを貼り、消毒ガーゼで容器全体を消毒し、ビニール袋に
いれて受付に返却すると「検体受領書」と書かれたお客様
控えが渡された。これで検査終了。あとは結果を待つのみ。
この間にも検査をする若い人が出入りし結構、検査する人
が多いことが分かった。
３．おわりに
翌日午後、
「検査結果確定のお知らせ」のメールが入り、
「SARS-Cov-2 リアルタイム RT-PCR
法による唾液検査結果」は「陰性」と判定があった。しかし、安心は禁物。２回目の PCR
検査について、東京都コロナコールセンターに確認すると、「個人差があるので、何とも言
えない」との返事で、PCR 検査後、安心と判断される２週間経過後まで様子を見ることとな
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り、
１週間後の 8 月下旬に宇都宮市で実施予定の講習会の監査業務と試験指導業務の予定を、
他の担当者に交代をしてもらった。
その後の 2 週間の経過観察も問題なく終わった 8 月末に
コロナ陽性者の受講者から財団宛てに、「自宅療養も終わ
り問題の無い状況になった」と連絡があったようで、更に
財団もまた、「今回の講習会の受講者から発熱等、感染の
疑いが発生したという連絡もなく、幸いにも、
「クラスター発生」という状況に至らなかっ
た」という連絡を受けた。
以上が新型コロナウイルス接触者騒動ですが、8 月末現在、東京都の感染者数は減少に転
じているとはいえ、高止まりなのか、減少に進むのか、まだわからない状況であり、自宅療
養者が全国で 12 万超となり、病院での治療は待っても入院できず、
「自宅療養」を強いら
れ、更に医療従事者からは大災害と言われ、結局、
「自分の命は自分で守る」以外にないこ
とが良く解りました。

COVID-19 の一日も早い終息を願っています。

（完）

＊ パスルオキシメーター(*1)
天声人語によると、この機器の原理を発明したのは青柳卓雄さんとい
う日本人技術者で、新潟生まれの同氏は大学卒業後、島津製作所をへて日
本光電工業に入社。麻酔科医との会話がきっかけで、動脈血の酸素濃度を
簡単に測定できる機器を開発。当時は採血と顔色で患者を判断していたも
のを、拍動を利用し動脈血だけの信号を取り出すことに成功、連続測定を
可能にした。米国で麻酔中の酸欠事故が問題化した 80 年代、有用性が理
解され企業が製品化、各国に広まり多くの命を救った。昨年 9 月に 84 才で死去。米誌は長文の訃報を掲載
し、その死を悼んだエール大の名誉教授は、青柳氏を 2013 年のノーベル医学生理学賞の候補に推薦したと
の秘話を明かした。全国で 10 万人超が自宅療養という名の「自助」を強いられる時代。パスルオキシメー
ターは私たちの命綱となった。日本国内でももっと再評価されるべき発明だろう。

＊ 濃厚接触者(*2)
新型コロナウイルス感染症の PCR 検査等で陽性となった者（患者）と、感染の可能性のある期間（症状
が出る 2 日前から入院等になるまでの期間）に接触し、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者と定義さ
れます。

①患者と同居あるいは長時間の接触（車内・航空機内等を含む）があった者。

防護（マスクの着用など）なしに患者を診察、看護もしくは介護をした者。
は体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者。

②適切な感染

③患者の気道分泌液もしく

④その他：手で触れることのできる距離（1 メート

ル）で、必要な感染予防策なしで患者と 15 分以上の接触のあった者。
（参考）国立感染症研究所感染症疫学センター「新型コロナウイルス感染症患者に 対する積極的疫学調
査実施要領」 実際には、この定義をもとに、保健所が患者、または家族や会社などから聞き取り調 査を
し、状況に応じて総合的に判断します。
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トリエステとナポリ
筒井

哲

小町通りの小さな本屋さんに何気なく入ったのは 15 年前 いや
もっと前かもしれない。
そこでふと目にしたのは、須賀敦子さんの“トリエステの坂道”
。
若い頃、地中海・イタリア半島の東側のアドリア海の奥にあり
スロベニアの国境に近い港町でイタリアの東端になるトリエステに寄港したことがあった。
停泊中 荷役当直・在船当番以外の行ける人は代理店の手配でヴェネツィア観光に出かけた
ことを覚えている。
当時の細かいことはもう殆ど忘れてしまったけれど、
トリエステという地名だけが頭に残
っていた。ただ、どれ位の人がイタリアのトリエステを知っているのかなと思った。
私にとって須賀敦子さんは初めて目にする作家であったが、気になり読んでみたら
丁寧に書かれていると感じ、須賀さんの本を読むきっかけになったように思う。
須賀さんは、トリエステ生まれのイタリアの詩人ウンベルト・サバの詩につながる場所に
興味を持って坂道を歩いたようだ。
それ以来、須賀さんの本を取り寄せたり、図書館で借りたりして読み始め、いつだったか
港の見える丘公園の奥にある神奈川近代文学館での催し“須賀敦子の世界展”にも行ってみ
た。
また、芦屋の海大（海技大学校―水先教育センター）の非常勤講師として勤務している時に
は、谷崎潤一郎記念館主催の「没後２０年、友人須賀敦子さんを語る」会が命日の 3 月 20
日に催され、イタリア文学研究者の武谷なおみ先生のお話を聴く機会があり、須賀さんが日
本文学・イタリア文学の翻訳者としての訳業も多いことを知った。
須賀敦子さんの著作・訳書は池澤夏樹さん編集の日本文学全集に収録されている。
トリエステ寄港から数年後、
商船ではまず寄港することのないイタリアのナポリに寄港す
る機会が巡ってきた。
練習船・青雲丸の二等航海士（１年期間限定の運輸教官）として乗船中、北米西岸のサンデ
ィエゴ、ナポリ、エジプトのアレクサンドリア、マレーシアのペナン、シンガポールに寄港
し、その途中、パナマ運河とスエズ運河を通過する約 3 ヶ月の東廻り世界一周航海である。
最初の寄港地のサンディエゴを出港してパナマ運河を抜け、大西洋横断の長い航海、
実習の合間に実習生と一緒にイタリア語をかじってはスペイン語と似ているところがある
のに気がついたり、夜は満天の星を見て星や星座の神話を調べたりしていた。
いつの間にかジブラルタル海峡を通過して地中海へ、いよいよナポリ入港である。
実習生はチャーターしたバスで ローマ観光を楽しみ、我々乗組員は半舷で停泊当直を
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こなしながら、ポンペイ、ソレント等の観光地へ行った。
若手乗組員で行ったレストランでは、前菜のパスタの量の多さに驚き、又、習いたてのイ
タリア語でお土産のカメオの値段を交渉したのもいい思い出になっている。
楽しくも忙しいあっという間の 1 週間の停泊であった。
ナポリを出港して南下中、
シチリア島の北東にある小さなストロンボリ島の火山の間欠噴
火が灯台のように夜空に見え、そしてその後、エトナ火山のある地中海で一番大きいシチリ
ア島とイタリア半島の間のメッシ－ナ海峡を通過して

次の寄港地アレクサンドリアに向

かった。
須賀さんの本で再会したトリエステはじめナポリやポンペイそしてソレントの街の素晴
らしさ、
それにもまして本場のイタリア料理の美味しさを、
カミさんに話したことがあった。
そして船乗り稼業が一段落した後日、カミさんとヴェネツィア観光に行ったのだが、帰っ
て来ると何か今まで気になっていたことが片付いたように感じた。
私にとってイタリアは、オー・ソレ・ミオ！ ビバ・イタリア！だ。
フィーネ
＊須賀 敦子（1929～1998）随筆家・イ
タリア文学者： 聖心女子大学卒業。29 歳か
ヴェネツィア

トリエステ

らの 13 年をイタリアで過ごす。1961 年、ジュゼ
ッペ・リッカと結婚、谷崎潤一郎をはじめとする
日本文学の伊訳を多数出版。6 年後に夫が急逝。
1971 年帰国。1972～1984 年慶応義塾大学外国
語学校で講師を務める。1973 年上智大学国際部
比較文化学科非常勤講師、同部大学院現代日本文

ナポリ

学科兼任講師（後に比較文化学部教授）。56 歳で
イタリア体験をもとにした文筆活動を開始。

ポンペイ

1991 年『ミラノ 霧の風景』で女流文学賞、講談
ソレント

社エッセイ賞を受賞。1998 年心不全で他界。主
な著書に『コルシア書店の仲間たち』『ヴェネツ
ィアの宿』、
『トリエステの坂道』
『地図のない道』

エトナ火山

ほか。主な訳書にナタリア・ギンズブルグ『ある
メッシーナ海峡

家族の会話』、アントニオ・タブッキ『インド夜
想曲』ほかがある。
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